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くらしく

北海道のくらしアンケート

アンケートレポート

第156回アンケート
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

母の日

2013年5月7日～5月31日

356名（男性70名 女性286名）
全国のくらしく登録モニターへインターネットアンケート

●アンケートまとめ
●今年母の日のギフトを贈る予定がある63％ 受け取る予定がある12％
●今までの母の日で贈り物をしたことがあるのは87％
●母の日ギフトの渡し方、受け取り方は「直接会って」74％
●母の日ギフト贈りたいもの「食品・飲み物・スイーツなど」「衣料・アクセサリー」「産直ギフト」
●母の日ギフト、受け取るとしたら「食品・飲み物・スイーツなど」「フラワーギフト」「商品券・ギフト券」
●購入先は、百貨店が1位 金額は5000円未満が約6割
●贈る側「喜んでもらえるかどうかを気にする」と、受取る側の「モノよりも、気持ちや行動に対してのうれしさ」
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、２０１３年母の日のギフトに関してのアンケートを行いました・
①今年の母の日に何か贈る予定、受取る予定はありますか
⑤ギフトを受け取るとしたら、どんな物がいいですか
②今まで母の日に何か贈ったこと、受取ったことがありますか
⑥母の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入しますか
③どのような方法で送りましたか、または受け取りましたか
⑦ギフトを贈るとしたら、費用はどれくらいですか
④ギフトを贈る としたら、どんな物を贈りたいと思いますか
⑧贈る際にしたいと思うこと、受取る際にされるとうれしい事
⑨母の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っている事

■質問１ 今年の母の日に何か贈る予定、
受け取る予定はありますか？
（複数選択 n=356）
贈る予定がある

63%

贈る予定はない

母の日のギフトの贈る予定、受け取る予定
に関してお聞きしました。
贈る予定があるは、全体の63％
受け取る予定がある、は全体の12％
でした。

26%

受け取る予定がある

12%

受け取る予定はない

18%

覚えていない わからない
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■質問２ 今までの母の日に何か贈ったこと、
受け取ったことがありますか？
（複数選択 n=356）
贈ったことがある

87%

贈ったことはない

7%

受け取ったことがある

26%

受け取ったことはない

母の日に贈り物をしたことあると答えた方は
９割近い数になっています。

12%

覚えていない わからない

4%
0%
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今までの母の日での贈り物に関してお聞き
しました。
母の日に贈り物をしたことがある87％
受け取ったことがある26％
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■質問３ どのような方法で送りましたか、
または受け取りましたか？
（複数選択 n=356）
直接会って渡した 受け取った

74%

宅配便で送った 受け取った

母の日のギフトの送り方、受け取り方に関し
てお聞きしました。
１位： 直接会って（74％）
２位： 宅急便で（32％）
３位： 郵便で（20％）

32%

郵便で送った 受け取った

20%

知人・友人に届けてもらった 受け取っ
た

1%

その他

1%

覚えていない わからない

母の日のギフトは「直接会って渡す・受け取
る」が全体の７割以上でした。

3%

贈っていない 受け取っていない
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■質問４ 母の日にギフトを贈る としたら、どのようなものを贈りたいと
思いますか？（複数選択 n=356）
食品・飲み物・スイーツなど

48%

衣料品やアクセサリー

34%

産直ギフト

16%

形のないもの（一緒に外出や食事）

13%

日用品 生活用品

12%

旅行などの招待

10%

商品券やギフト券

10%

健康器具

10%

家電製品

6%

手作りのもの

6%

その他
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贈らない
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■質問４ 母の日にギフトを贈る としたら、どのようなものを贈りたいと思いますか？（自由回答）
・なんでも持っているので食べ物か商品券の方が喜ばれる。（４０代:女性）
・音楽DVD&CD （４０代:女性）
・家電製品（３０代:女性）
・介護用品の歩行器（４０代:女性）
・現金（５０代:男性)他
・女性らしさや女心をくすぐるもので、ババくさくならないように気をつけています。以前、実母に健康器具(低周波治療器)を
プレゼントしたら「敬老の日の贈り物みたい」と言われたので。（３０代:女性）
・母の好きなものを料理してあげる。（４０代:女性）

母の日のギフトで贈りたいものでは
１位： 食品・飲み物・スイーツなど（48％）
２位： 衣料品やアクセサリー（34％）
３位： 産直ギフト（16％）
４位： 外出や食事（13％） でした。
自由意見では、「商品券」「現金」などの意見もありましたが、「敬老の日の贈り物」のような健康器具や年齢に配慮した
商品は喜ばれないという意見がありました。
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■質問５ ご自身が母の日にギフトを受け取るとしたら、どのようなものが
よいと思いますか？（複数選択 n=356）
食品・飲み物・スイーツなど

40%

フラワーギフト

31%

衣料品やアクセサリー

21%

商品券やギフト券

20%

旅行などの招待

19%

形のないもの（一緒に外出や食事）

18%

産直ギフト

15%

手作りのもの

11%

日用品 生活用品

10%

家電製品

9%

健康器具

6%

携帯電話 スマホ パソコン等通信・情報機器

3%

その他

4%

受け取らない わからない
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■質問5 ご自身が母の日にギフトを受け取るとしたら、どのようなものがよいと思いますか？（自由回答）
・子どもにもらえるなら何でもうれしいです。（４０代:女性）
・子供からの直接の言葉（４０代:女性）
・子供が大きくなって母の日に贈り物をしてくれるのなら、その気持ちだけで十分。（３０代:女性）
・自分で選べるものがいい。（４０代:女性）
・手紙などが一番うれしいです。（５０代:女性）
・手紙や料理を作ってもらうとうれしい。（４０代:女性）
・夕食を旦那と子供で作ってくれる（３０代:女性）

母の日のギフトで受け取ってうれしいと思う物は
１位： 食品・飲み物・スイーツなど（40％）
２位： フラワーギフト（31％）
３位： 衣料品やアクセサリー（21％）
４位： 商品券・ギフト券（16％）
質問４の「贈りたいもの」の１位は同様でしたが、２位の「衣料・アクセサリー」は３位、「産直ギフト」は７位になっています。
代わりに２位は「フラワーギフト」、３位に「商品券・ギフト券」になっています。
自由意見では、「贈ってくれることがうれしい」「手紙や言葉」「夕食を作ってくれる」など、形のない物に対しての意見がありました。

■質問６ 母の日のギフトを贈るとしたら、
どこで購入しますか？
（複数選択 n=356）
百貨店

44%

専門店

40%

インターネットショッピングサイト

37%

量販店
形がないものなので購入しない
手作りを贈ったので購入しない
その他
わからない 贈る予定がない

34%
5%
4%

母の日ギフトの購入先に関しては
１位： 百貨店（44％）
２位： 専門店（ギフト店・花屋・衣料店等）（40％）
３位： インターネットショップ（37％）
4位： 量販店（34％）
となっています。

2%
11%
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■質問７ 母の日のギフトを贈るとしたら、費用はどれくらいだと思いますか？
（単一選択 n=356）
70%
60%
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0%

58%

26%
1%

3%

0%

1%

0%

1%

9%

母の日ギフトを贈るとしたら、1つ当たりの費用はいくらくらいかをお聞きしました。
1位 5000円以下（58％）
2位 5000円～1万円未満（26％） となりました。
母の日のギフトにかける費用の中心は「5000円以下」で、1万円未満のようです。
■質問８ 母の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っている事（自由回答 一部抜粋）
【贈った】
・「母の日はなにもいらないからね」と言った母に、幼い頃に肩たたき券をあげたらすごく喜んでくれたのを今でも鮮明に覚えています。
今年は私が嫁いで初めての母の日なので、北海道のお菓子と手紙を入れて、広島に住んでいる母に送ろうと思います。 （３０代:女性)
・3人の子供達から5年間くらい添えてあるカーネーションを玄関に花瓶に入れて飾ってました 大きな花束になりました （６０代:女性)
・５月２日は八十八夜。八十八夜に摘み取られたお茶は縁起がいいとされています。母の日に狭山新茶を贈りました （５０代:男性:)
・お母さんに毎回、感謝のメールを贈ります(*^^*)プレゼントは母が自分で選べるように商品券を贈ります(*^^*) （２０代:女性)
・カーネーションを送ったら喜んでくれて生け花にしてくれました。 （２０代:女性)
・ゴールデンウィークに旅行へ行く両親へ現金１万円ずつ贈ったことがある。 （３０代:女性)
・コドモが小学生の頃、旦那と二人で手作りの「お母さん生い立ち」という絵本を作ってくれ、とても感激しました。また、当日の
夕食は2人のお手製カレーだったことも、とても嬉しかったです。 （４０代:女性)
・ほぼ毎年プレゼントを贈っているのですが、今年の母の日には今流行のブリザーブドフラワーを贈りました。一年程持つそうで、
とても喜んでくれました。 （３０代:女性)
・家族全員で旅行にいった！ （２０代:女性)
・義母が高齢なので、お弁当をプレゼントすると、食事の支度がラクなので、喜びます。 （５０代:女性)
・義理の母への贈り物は毎年悩みの種。こちらが贈り物を選ぶのではなく、逆にお店側から提案してもらえたら…といつも思い
ます。50代、60代、70代と年齢別に流行や喜ぶものを教えてほしい。（３０代:女性)
・今年の母の日は、嫁いで初めてのお義母さんにプレゼントを送る母の日でした。 何を送ろうか悩んだあげく、最も定番なカーネーション
の鉢植えを送りました。旦那の実家は徐々に見極めて思います！ 嫁、頑張るぞ！！と勉強になった母の日でした。
次は父の日だ。。。 （２０代:女性)
・今年は花とスイーツと紅茶のギフトにした。 花もそこそこ立派で良かったと思う。 去年送った花がまた今年も咲いて、わざわざ
写真をケータイで送ってくれたのが送った側としても嬉しい。大事にしてもらえてると思えたから！ （３０代:女性)
・今年は手編みのサマーベストをプレゼントしました。遠方に住んでいるので着た姿は見て無いですが、電話で母はとても
喜んで、「今もう着てるの。ずっと着てるわ」と喜んでくれたので、とても嬉しかったです。 （３０代:女性)
・私が１８歳の就職して初めての母の日に母が好きそうなバックを贈りました。 贈って１カ月した頃に、このバックを持ち歩いている
と良いことがある♪と 嬉しそうに言ってくれていたのが今でも良い思い出です。 （３０代:女性)
・私の家族はカステラ狂です。なので、お祝い事があるときの手土産は全てカステラと決めています。しかしながら、毎年同じものだ
と面白くなかろうと思い、一度だけお花とお茶のセットを送ったことがあるのですが、到着報告メールの中に「カステラかと
思ったら違ったのでガッカリしました。来年からはカステラを希望します」との忠告とも取れるおねだりメールが（￣□￣；）！！
それから何があってもカステラにしています。。。（２０代:女性)
・母が他界しているため、叔母に花を贈った時にいつも電話をくれるのが意外と嬉しい。 （４０代:女性)
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■質問８ 母の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っている事 続き（自由回答 一部抜粋）
【受け取った】
・してもらったことはまだありません。子供が男児でそういう気が利かないのかなと思っていますが、まあ元気に過ごしてくれて
いるのでそれで十分です。 （４０代:女性)
・まだ小学生低学年だった娘が、主人と協力して夕食を作ってくれたこと。 （４０代:女性)
・子どもと夫からお花をもらった時、とても嬉しかったです。 （４０代:女性)
・子どもがまだ小さい時にもらった「肩たたき券」もう一度ほしいです。 （５０代:女性)
・子どもが酢豚を作ってくれました。パイナップルが好きな私向け。缶詰でしたが１缶全部入れてあってゴロゴロ
してました。 （５０代:女性)
・子供たちが、3人でお金を出し合って、１泊２日の旅行に招待してくれました。鄙びた温泉地で、ゆっくりと山海の珍味を
満喫した料理が出ました。 （７０歳以上:男性)
・子供より カーネーションを一輪 可愛く自分でラッピングしてプレゼントしてくれたことがありました 反抗期で険悪な頃で
したので 嬉しくドライフラワーにして今でもこっそり残しています （４０代:女性)
・小学生の子供が花をお小遣いでプレゼントしてくれた （３０代:女性)
・息子にはじめてもらった似顔絵が嬉しかった （３０代:女性)
・体脂肪計 や 入浴券セット など送ってもらって健康に気を使うようになった （６０代:女性)
・娘が小学生だった頃、友達と一緒に母の日のプレゼントを買いに行ったとのことでカーネーションとともに突然のプレゼントを
もらったときはとてもうれしかったことを覚えています。 （４０代:女性)
・幼稚園で作った母の日のプレゼントを、幼稚園バスから降りて家に着く前に渡してくれるのが可愛いな～と思う （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
母の日の思い出に関してのアンケートでは、贈る側の「受け取る人が喜んでもらえるかどうかを気にする気持ち」と、受け取る側の「内
容ではなく、気持ちや行動に対してのうれしい気持ち」のギャップをほほえましく読ませていただきました。
母親の「感謝の気持ちがうれしい」「肩たたき券がまたほしい」などの行動に対しての母の日の嬉しい気持ちが伝わってくるアンケートで
した。
質問4と質問5にある、「贈りたいもの」ｘ「受け取りたいもの」に関しても、質問4の2位にある「衣料品・アクセサリー」と質問５の2位「フラ
ワーギフト」も同様に、贈る側の「喜んでもらえるものを贈りたい」と、受け取る側の「気持ちがうれしい」という違いではないかと思いま
す。
ちなみに質問４で4位であった「一緒に外出・食事」（13％）は、質問5では6位になっていますが、18％と割合は高く、実数もおおくなって
います。

調査集計：株式会社オミセネット url:http://omisenet.com mail : info@omisenettcom
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